
理　事　長 　大前博司

副理事長

監　　　事

オブザーバー

2.理事会 　開催日　　毎月１回

1.事　 業 　総会・懇親会

　事務局長

　スタッフ

対 象 日 時 会 場 参加者数(年間) 回数・成績(年間) 備　考

全会員 毎週月・火・金17時～21時 補助競技場 2,273人 １03回
年間数
団体を除く

小学生　基本ｺｰｽ 小学１～６年生 隔週月18時～19時30分 同上 925人 18回 年間数

小学生　応用ｺｰｽ 小学5,6年生 隔週月18時～19時30分 同上 226人 18回 年間数

ジュニアユースクラス 中学～20歳まで 毎週月18時～20時30分 同上 795人 35回 年間数

マラソン教室 実施せず

納涼記録会・年末記録会 会員・家族・部外 8月・12月 補助競技場 110人

団体利用 高校・一般 補助競技場 4団体 延べ　32月

4.公式試合 駅伝大会 駅伝メンバー しあわせ健康駅伝 延べ3チーム

理  事

役  員

指導者

対 象 日 時 会 場 参加者数(年間) 回数・成績(年間) 備　考

土日小学生 小学1～6年 371名 31回・98時間 月平均 8.2H

中学生 中学生 351名 30回・96時間 月平均 8.0H

学生・大人 高校生・学生・大人 456名 27回・128時間 月平均 10.7H

平日小学生 小学1～6年 平日：水・金 2,058名 74回・228時間 月平均 19.0H

親睦部内大会 全会員 2020年2月23日 49名 9時～17時 初28中17上22

小学生ﾃﾆｽ教室 近隣小学生 2020年3月 中止 13時～15時

合宿 学生・大人 2019年11月3・4日
日精運動公園/
赤穂海浜公園

29名 9時～17時

神戸総合運動
公園

5.スタッフ

2.教室事業

４．ソフトテニスセクション

2.主催事業

　一北保五郎　　　　　

　山本陽子（Ｂ）　　山本陽子（Ｃ）　

大森整、仁木崇寛、臼杵將悟、本間幹崇、樋上奨太郎、渡辺陽生、廣瀬凌輔、窪田真美

串間哲夫、松永郁子、本間明子、玉垣元庸、山本孝江、藤原旬一、田川聡司、鈴木夕希子、石川三玄、酒井好治

土・日・祝

　事務局会議、ホームページ委員会の開催

　経常業務

桝本　辰夫、山口　龍次、森 直大

　会費自動引落手続きの開始及び継続事務

神戸総合運動
公園

（自  2019年4月1日　至　2020年3月31日）

１．運営委員会・理事会

1.構成員

項 目

　2019年6月23日(日)　出席32名、委任状107名　 　懇親会　出席33名

 青松英俊   北井洋子   古山章代   西嶋廣繁  今中一壽 　村田弘司　一北保五郎

　　　会場　　　アリーナ会議室

理　　　事
　大西　 剛　 藤江久善 　森田賢二   山口龍次   橋本輝雄   菅内章博  山﨑誠人

備　　　　　考

項 目

項 目

1.通常練習

3.主催事業　

3.スタッフ

特定非営利活動法人ユニバースポーツクラブ　２０１９年度　活動報告

備　　　　　考項　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容

1.通常練習

　丸山哲朗　来田勝義　

　（公財）神戸市公園緑化協会 　園長　　運営係長

３．陸上セクション

　桝本辰夫   金﨑正義　　

　コーチ等交通費等の振込時事務

内　　　　　　　　　　容

２．マネジメントセクション

2.業　 務

　出席者　延195名 事務局会議42名含む

　退会者・休会者などの名簿管理

　資料請求者への資料送付、入会手続事務

　経理事務



県ｸﾗﾌﾞ対抗春季大会 学生・大人 2019年4月6・7日 28名 団体戦

県ｸﾗﾌﾞ対抗秋季大会 学生・大人 2019年11月26日 28名 団体戦

県クラブ選手権大会 学生・大人 2019年8月4日 三木吉川運動公園 13名 団体戦

県シニアクラブ対抗大会 学生・大人 2020年3月1日 三木吉川運動公園 10名 団体戦

県春季優勝大会 学生・大人 2019年4月13・14日 5＋2名 個人戦

県選手権大会 学生・大人 2019年6月8・9日 5＋2名 個人戦

県民大会 学生・大人 2019年10月13・14日 三木吉川運動公園 6＋2名 個人戦

県小学生選手権大会小学生 2019年5月11日 神戸総合運動公園 0名 個人戦

県小学生夏季大会 小学生 2019年8月24日 明石公園 0名 個人戦

県小学生秋季大会 小学生 2019年11月9日 三木吉川運動公園 0名 個人戦

県小学生春季大会 小学生 2020年3月7日 神戸しあわせの村 中止 個人戦

2019年9月23日 神戸しあわせの村 団体戦

理　 事

指導者

対 象 日 時 会 場 参加者数(年間) 回数・成績(年間) 備　考

1.通常練習 全会員 毎週木（振替は火）19～21時 運動公園球技場 506名 46回

2.練習試合 全会員 2019年12月1日（日） 三木防災公園 11名 1回

3.公式試合 ﾘｰｸﾞ登録会員 指定日時（全９試合） 指定場所 24名 6位/11チーム 4部

4.定期交流戦 サッカー交流戦 全会員 2019年7月28日（日） ユニバー記念競技場 80名 1回

5.スタッフ 理事

指導者

対 象 日 時 会 場 参加者数(年間) 回数・成績(年間) 備　考

小学生 毎週水　18時～19時半 1,302名 40回 　33名/回

中学生 毎週水　19時～20時半 1,273名 40回 　32名/回

高校生 毎週水　19時～20時半 10名 40回  0.25名/回

2.主催事業 なし

3.公式戦

理   事

指導者

対 象 日 時 会 場 参加者数(年間) 回数・成績(年間) 備　考

1.通常練習 基礎・パターン・ゲーム練習 中学生～大人 毎週（水）19～21時 GA神戸サブアリーナ 994人 43回 8月は２回

2.主催事業 なし

3.公式戦 個人で各種大会参加

理   事

指導者

対 象 日 時 会 場 参加者数(年間) 回数・成績(年間) 備　考

小学生・親子 毎週火・金19～21時 GA神戸グリーンスタジオ 679名 67回 10名/回

2.主催事業 　なし

3.公式戦

理   事 西嶋廣繁

指導者

対 象 日 時 会 場 参加者数(年間) 回数・成績(年間) 備　考

1.通常練習 大人 毎週　火　9～12時 球技場 527名 37回

2.主催事業 大会 大人 曜日特定なし 補助競技場 375名 5回

大人 曜日特定なし 補助競技場他 1,627名 108回

理   事

スタッフ

3.他団体主催大会

８．柔道セクション

菅内章博、金﨑正義

山崎誠人、山崎伸恵、藤井章博、継山仁、武末彩那、正田笙乃輔、山﨑颯太、島原幸邦、小川ひかる、南 比呂斗、菊川真衣、新居田毅、竹中玲央

1.通常練習

西区民大会他

項 目

菅内章博、金﨑正義

項 目

畑末絵里香、中野牧子

村田弘司、今中一壽、柳井 進、村田純子、辻森恵子

項 目

７．バドミントンセクション

4.スタッフ
北井洋子、古山章代

その他各種大会参加

4.スタッフ
西嶋廣繁、信川友日子

項 目

4.スタッフ

ジュニアウィンターカップ兵庫県予選：男子2位、　全国ジュニアクラブ選手権兵庫県予選：男子4位・女子3位

神戸総合運動
公園

５．サッカーセクション

GA神戸
メインアリーナ

森田賢二・山口和俊・千田剛・川田昇・浪越賢二・森田雅史・山本健一・橋本輝雄、川通悠祐

神戸総合運動
公園

大前博司・橋本輝雄

９．グラウンド・ゴルフセクション
項 目

4.スタッフ

６．バスケットボールセクション

3.スタッフ
村田弘司、今中一壽

各学年のメンバーが揃えば参加する。

山崎誠人、青松英俊

3.公式戦

1.通常練習



(単位:円)

Ⅰ経常収益

1. 受取会費

正会員受取会費

年会費 1,114,500

月会費 6,426,605

団体会員受取会費 320,000

スポーツ保険収入 860,650 8,721,755

2. 事業収益

2,875,750

2,142,500

385,500

1,861,250

541,600

216,500

162,100 8,185,200

3. その他収益

受取利息 261

雑収入 129,000 129,261

経常収益計 17,036,216

Ⅱ経常費用

1. 事業費

運営スタッフ費 6,307,000

試合出場費 381,300

消耗品費 312,069

部内交流費 308,072

部外交流費 17,778

雑費 59,381

事業費計 7,385,600

2. 管理費

（1）人件費

給料手当 3,134,671

法定福利費 302,680

人件費計 3,437,351

（2）その他経費

会場使用料 3,370,360

照明代 359,230

通信費 571,465

消耗品費 140,065

支払手数料 41,528

事務局運営費 480,000

賃借料 68,640

水道光熱費 38,405

旅費交通費 203,810

会議費 5,400

スポーツ保険料 861,989

総会開催費 165,460

支払報酬 261,000

福利厚生費 83,669

修了記念品費 91,322

減価償却費 550,197

雑費 83,600

その他経費計 7,376,140

管理費計 10,813,491

経常費用計 18,199,091

当期正味財産増減額 △ 1,162,875

前期繰越正味財産額 5,970,753

次期繰越正味財産額 4,807,878

特定非営利活動法人ユニバースポーツクラブ 平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年 3月31日

科　目

陸上セクション活動会費

金額

グラウンド・ゴルフセクション活動会費

サッカーセクション活動会費

ソフトテニスセクション活動会費

バスケットボールセクション活動会費

バドミントンセクション活動会費

柔道セクション活動会費



１．重要な会計方針

　　

1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産

法人税法の規定に基づいて定額法を採用しています。
無形固定資産

法人税法の規定に基づいて定額法を採用しています。

２．事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

３．固定資産の増減内訳
（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産
　附属設備 1,621,860 0 0 1,621,860 281,490 1,340,370

　器具備品 689,990 0 0 689,990 364,820 325,170

無形固定資産
　ソフトウェア 1,099,872 0 0 1,099,872 687,420 412,452

合計 3,411,722 0 0 3,411,722 1,333,730 2,077,992

計算書類の注記

　計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議
会）によっています。



(単位:円)

Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金･預金 4,889,936

未収入金 17,500

前払費用 955,264

駐車券 30,000

流動資産合計 5,892,700

2 固定資産

（１）有形固定資産

附属設備 1,340,370

器具備品 325,170

有形固定資産計 1,665,540

（２）無形固定資産

ソフトウェア 412,452

無形固定資産計 412,452

固定資産合計 2,077,992

資産合計 7,970,692

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金 158,750

未払費用 497,334

預り金 5,530

前受金 2,501,200

流動負債合計 3,162,814

負債合計 3,162,814

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 5,970,753

当期正味財産増減額 △ 1,162,875

正味財産合計 4,807,878

負債及び正味財産合計 7,970,692

金　　　　額科　　　　目

特定非営利活動法人ユニバースポーツクラブ 貸借対照表

令和2年 3月31日現在



(単位:円)

Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金･預金

手許現金 101,008

普通預金

三井住友銀行 神戸営業部 135,986

みなと銀行　須磨ニュータウン支店 47,158

ゆうちょ銀行 1,605,784

定期預金

三井住友銀行 神戸営業部 3,000,000

駐車券 30,000

未収入金

会員月会費 17,500

前払費用

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑ代 354,820

スポーツ保険 520,444

サッカー　リーグ登録費 80,000

流動資産合計 5,892,700

2 固定資産

附属設備

パーテーション設置工事他 1,340,370

器具備品

グラウンド・ゴルフ用具他 325,170

有形固定資産計 1,665,540

ソフトウェア

ホームページ構築費 412,452

無形固定資産計 412,452

固定資産合計 2,077,992

資産合計 7,970,692

金　　　　額科　　　　目

特定非営利活動法人ユニバースポーツクラブ 財産目録

令和2年 3月31日現在

（1）有形固定資産

（2）無形固定資産



(単位:円)

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

3月会費返金分 158,750

未払費用

部内交流費 32,210

事務局運営費 40,000

給与 318,020

電話代 14,340

水道光熱費 38,405

社会保険料 23,183

消耗品費 22,176

試合出場費 9,000

預り金

源泉所得税 5,530

前受会費

平成31年度会費 2,501,200

流動負債合計 3,162,814

2 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 3,162,814

正味財産 4,807,878

科　　　　目 金　　　　額


